八幡東区（33ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
高槻市民センター フリースペース
八幡東区中畑二丁目5-2

高槻市民センター フリースペース

サークル名

八幡カトリック幼稚園 ホール及びうめ組
八幡東区八王寺町1番40号

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

あそびにおいでよ！

たくさんの本やおもちゃ、ベビーベットなどがあります。子育て中の親と子ども
さんが、好きな時間に好きなだけ遊べます。いちど遊びに来て下さい。

定員になり次第締切りいたしますので、お早めに申込んでください。
（但し 運動会・バザーは除く）

日 時：月曜日～土曜日 （月～金）9:00～17:00 （土）9:00～16:30
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：高槻市民センター TEL653-2677

時：6/26(火) 9/23(日) 雨天の場合24(月) 10/4(木) 10/21(日)
11/15(木) 1/29(火) 2/28(木) 10:00～11:00
対 象：1才6 ヶ月～
参加費：100円/1回
申込方法：事前連絡
連絡先：八幡カトリック幼稚園 TEL652-1006

華頂幼稚園

八幡東区春の町三丁目2番2号

日

フ

枝光市民センター学習室1

親子チューリップ

八幡東区日の出一丁目5番11号

フ

フリースペースぽけっとる～む

お気軽に参加して下さい。お子様は部屋の中で履ける靴をお持ち下さ
い。

親子で楽しく遊びながら、お母さんたちの情報交換や、交流ができる
場所です。時間内であれば、いつ来てもいつ帰ってもOKです！

日 時：月2回（水曜日）不定期 10:30～11:45
対 象：1才～ 3才までのお子様と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：華頂幼稚園
TEL662-4318

日 時：毎月第2･4火曜日
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：枝光市民センター

済世第一幼稚園

遊戯室

八幡東区前田三丁目4番6号

育

さいせいげんきっず

槻田市民センター 1階和室
八幡東区松尾町19番1号

10:00～12:00

フ
TEL661-1034

おひさまルーム

とても和気あいあいで、楽しいサークルです。親子のふれあいはもちろ
ん、保護者の方々の情報交換や、悩み相談等、たくさんふれあい、お話
しをしましょう。
日 時：月1回～3回 10:30～12:00
対 象：1才児～未就園児
参加費：無料※そうめん流しやクリスマス会では別途料金
がかかります。（300円～ 400円前後）
申込方法：事前連絡 当日予約もＯＫです。
連絡先：済世第一幼稚園
TEL671-2192

日 時：毎週月曜日～土曜日 10:00～16:00
対 象：乳幼児の親子
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：槻田市民センター
TEL653-1185

槻田市民センター／高見市民センター

祝町市民センター 子育て支援室

育

（高槻）八幡東区松尾町19-1（高見）八幡東区高見2丁目8-20

多世代交流

なごみ

乳幼児の親子のために、1階の和室を開放しています。おもちゃや
ベビーベッドもありますよ！！

八幡東区宮の町二丁目2番10号

祝町フリースペース

地域の方と乳幼児が体操と短い交流を行う「ラジオ体操 with baby」を毎月1回しています。体操の後は、フリースペース
で子どもを遊ばせながら保護者が交流をしています。毎月1回のペースで講師を招き、料理や手芸、体操など地域の方と交
流できる場を、託児併設で行っています。地域の商店街でのハロウィン祭や子ども商店街なども企画し開催しています。
日 時：第 4 月曜日（毎月） 槻田市民センター おひさまルーム 9:30 ～ 10:30
対 象：特になし
参加費：1回あたり／実費
申込方法：事前連絡
連絡先：多世代交流 なごみ LINE @ikq6849w

日 時：開館日 （月～金）9:00 ～ 17:00 （土）9:00 ～ 16:00
対 象：未就学児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：祝町市民センター
TEL651-3816

祝町市民センター

祝町市民センター

育

八幡東区

八幡東区宮の町二丁目2番10号

おはなし会

たんぽぽ

フ

乳幼児、未就学児も安心して遊ばせることが出来ます。

八幡東区宮の町二丁目2番10号

フ

つくしんぼ

八幡西区

おはなし、紙しばい等

リトミック・ベビーマッサージ（年2回）夏はプール遊び、秋はリズム遊
び、冬はクリスマス会など

日 時：第3木曜日 10:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：祝町市民センター
TEL651-3816

日 時：第2金曜日 10:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：祝町市民センター
TEL651-3816

平野市民センター

八幡東区桃園四丁目1番1号

育

育

あにまる・らんど

楽しい催しがいっぱいあります。初めてご参加の方も大歓迎です！！
詳細はセンターにお尋ね下さい。
日 時：毎月第3木曜日 10:00～12:00
対 象：未就園児とその保護者
参加費：100円/回・保険料
申込方法：事前連絡
連絡先：平野市民センター
TEL661-1584

緑ヶ丘第二幼稚園 子育てサロン・園庭
八幡西区相生町11番5号

フ

八幡西区（89ヶ所）
※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。

緑ヶ丘第二幼稚園 子育てサロン・園庭

子育て教室

八幡西区相生町11番5号

にこにこroom

子ども連れで躾のポイントを学び合い、子育て中の保護者も子どもと
共に育ち笑顔になれる集い。

親子限定12組でふれあう。親子で、同年齢のお友だちデビュー。

日 時：第2・4木曜日 10:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：緑ヶ丘第二幼稚園
TEL631-3939

日 時：第1・3木曜日 10:00～11:30
対 象：約1才半ぐらい～ 3・4才の入園前の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：緑ヶ丘第二幼稚園
TEL631-3939

育

22 ※参加される方は、各サークルの連絡先へ事前に詳しい内容、日時等を確認してください。

育

八幡西区（89ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
萩原保育園 地域交流スペース
八幡西区青山一丁目7番50号

サークル名

青山市民センターキッズルーム

萩原あそぼう会

八幡西区青山二丁目1番3号

育

＝育児サークル

日 時：開館日 10:00～17:00
対 象：未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：当日市民センター事務室へ申し込み
連絡先：青山市民センター
TEL631-0767

青山市民センター多目的ホール

光貞市民センター

八幡西区青山二丁目1番3号

青山子育てひろば

＝フリースペース

青山キッズルーム

同じ年齢のクラスの子と遊んだり、交流することができます。近隣の保
護者の方と知り合うことができ、情報交換の場となり楽しく過ごすこ
とができます。
日 時：5/16(水)7/21(土)8/8(水)9/12(水)12/25(火)1/16(水) 9:45～受付
10:00～11:20 ※７/21(土)のみ 18:15受付 18:30～20:00頃
対 象：6 ヶ月～未就園の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：萩原保育園
TEL621-7472

フ

フ

専用の部屋を利用できます。お気軽に遊びにきてください。

八幡西区浅川学園台二丁目23番2号

おはなしたまてばこ

運動会やクリスマス会もあります。子育てに関する話もあります。一緒
に子育て楽しみましょう。青山子育て応援隊が支援します。

絵本、おはなし、手あそびを通して、心を豊かに育てましょう。

日 時：第2・4金曜日 10:00～12:00
対 象：未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：青山市民センター
TEL631-0767

日 時：毎月第1土曜日 ※8月はお休み 10:30～11:00
対 象：赤ちゃんから大人の方まで、どなたでも
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：光貞市民センター
TEL692-9469

光貞市民センター 講堂

八幡西区浅川学園台二丁目23番2号

育

子育てフリースペース「ポッポの会」

認定こども園  北九州幼児学園（教室・園庭）
八幡西区浅川台1-25-15

日 時：毎月 第1金曜日 10:00～11:30
対 象：未就園児とその保護者（5名程度受け入れ）
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：認定こども園 北九州幼児学園 TEL692-3310

浅川市民センター多目的ホール

穴生幼稚園

八幡西区浅川日の峯二丁目1番10号

フリースペース ひまわり

育

ふたばランド

毎回10組くらいの親子さんが参加しています。兄弟お二人連れの方も
何組かいらっしゃいます。フリースペース｢ポッポの会」で知り合って、
親も子もお友達になられた方も多いです。
日 時：第1木曜日（1月は第2木曜日）※8月はお休み 10:30～12:00
対 象：子どもと保護者（年齢制限はありません）
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：光貞市民センター
TEL692-9469

フ

フ

認定こども園の子どもたちと一緒に、仲良く遊びましょう!!

2Fホール

八幡西区穴生一丁目10番22号

フ

あのお さくらキッズ

いつも多くの親子の方々が参加して、お友だち同士・ママさん同士、み
んな仲良く楽しく活動しています。

毎月違った内容の遊びをご用意しています。うたを歌ったり、体操した
りして楽しい催し物です。

日 時：毎週金曜日 10:00～11:30
対 象：浅川校区在住の0才～未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：登録制 (随時入会OK）
連絡先：浅川市民センター
TEL601-3981

日 時：毎月第3土曜日 10:00～11:15
対 象：未就園のお子様
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：穴生幼稚園
TEL631-5874

池田保育園（0、1、2才の保育室）
八幡西区池田二丁目３－２６

フ

あかね幼稚園 ベルハウス

池田なかよしルーム

八幡西区池田二丁目3番27号

時：第4火曜日（祝日等で、無い場合は別の日に振替）

岩崎保育園 多目的ホール
八幡西区岩崎二丁目7番1号

フ

日 時：毎週金曜日（うち月 1 回 なかよしベルハウス） 10:30 ～ 12:00
対 象：未就園の子どもと保護者 「なかよしベルハウス」は２歳以上の未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：あかね幼稚園
TEL617-0262

上津役市民センター講堂

なかよしルーム

八幡西区上の原二丁目2番16号

上津役子育て広場 おひさまくらぶ

笑顔で楽しく子育てを！なかよしルームで一緒に遊びませんか？子育て
の喜びや悩みなども一緒におしゃべりしませんか？お子様と一緒に気
軽にご参加ください!!
日 時：毎月第4火曜日 10:00～11:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：岩崎保育園 TEL617-0630

日 時：毎月第1・3水曜日 10:30～12:00
対 象：乳幼児から未就学児とその保護者
参加費：無料（但し、材料費など50円/人徴収する日があります）
申込方法：必要なし
連絡先：上津役市民センター TEL612-3568

上津役市民センター講堂

緑ヶ丘幼稚園 2階ホール

フ

八幡西区上の原二丁目2番16号

ふたご・みつご子育て交流会 上津役さくらんぼ

ふたご・みつごの子育て中のお母様同士が、楽しくお話ししたり、情報
交換などができる交流会です。会では子育てサポーターがお子さまの
お世話などのお手伝いをしていますので、お気軽にご参加下さい。
日 時：毎月第1月曜日（5月・1月はお休み） 10:00～12:00
対 象：多胎児の妊婦・多胎児とその家族
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：上津役市民センター TEL612-3568

育

フ
八幡西区

※4月・8月・9月・12月・3月は休み
※変更する場合もあります。10:00～11:00
対 象：未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：池田保育園
TEL618-6624

「ベルハウス」・「なかよしベルハウス」

園に対する質問、見学等も受け付けています。是非、あそびに来られて
下さい。お待ちしています。

室内外の遊びが楽しめるよう、準備しています。
日

育

毎回10組くらいの方と活動しています。体操など体を動かして楽しく遊
んでいます。

八幡西区上の原二丁目4番37号

育

いちごぐみ（緑ヶ丘幼稚園）

広いホールや園庭を走りまわったり、遊具で遊びながら、同じような年
齢の子や保護者の方々と交流することができます。園児たちも、小さ
なおともだちが来てくれることを楽しみにしています。
日 時：月3回（予定）木曜日 10:00～12:00
対 象：八幡西区に在住の1才～未就園の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：緑ヶ丘幼稚園
TEL611-0530

※参加される方は、各サークルの連絡先へ事前に詳しい内容、日時等を確認してください。

育

23

八幡西区（89ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
八幡みなみ幼稚園 保育室 園庭
八幡西区永犬丸五丁目10番35号

キッズ☆みなみえん

サークル名

永犬丸西市民センター 多目的ホール

八幡西区永犬丸西町四丁目21番13号

育

＝育児サークル

日 時：第2木曜日 10:00～11:45
対 象：未就園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：永犬丸西市民センター TEL692-5760

香月市民センター 講堂

聖愛保育園

八幡西区香月中央一丁目7番1号

子育て広場きいろい"さくらんぼ"

＝フリースペース

フリースペース えいにしチャイルズ

親子ふれあいながら、同年齢のお友達と関わることで、遊びのルール
を学んだり、家庭では経験できない年齢にあった遊びを安全に楽しむ
ことができます。先生達もサポートしますよ。
平日 11:00～12:00
日 時：土曜日 10:00～11:30
※月により異なりますので、園のHPで確認してください。
対 象：1才半～ 4才の未就園の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：事前・登録制
連絡先：八幡みなみ幼稚園
TEL691-3751

フ

フ

地域の幼児と保護者が1ヶ月に1回、おしゃべりしたり、おもちゃで遊ん
だりと思い思いに楽しく集っています。お気軽にお越しください。

八幡西区香月西二丁目4番35号

子育て支援センター こどものひろば ぴっぱら

「テーマ：親子でスキンシップ！笑顔で楽しい子育てを！」子育てをされている
方、同じ年齢のお子さまをお持ちの方と、リズム遊びや工作づくり等を通じ、
仲良くふれあい、また情報交換の場として子育て広場に参加しませんか？
日 時：毎月第3木曜日（4・5・8月を除く）  10:30～11:30
対 象：0才～ 3才の乳幼児と保護者
参加費：300円/年（保険料）内容により材料費が必要
申込方法：必要なし
連絡先：香月市民センター
TEL617-0203

★子育て中の保護者とその子どもが楽しく遊んだり、育児相談の開催
有り。★誕生日会や運動会への参加、水遊びや読み聞かせ、ハイキング
など楽しい企画を計画しています。
日 時：原則火曜日 4月・1月（第4）、5月（第3）、6月・7月・11月・12月・2月・3月（第2）、
8月・9月（第1）、10月（第1土曜日） 10:30～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：聖愛保育園
TEL617-0209

大原市民センター 多目的ホール

上津役幼稚園

フ

八幡西区上上津役三丁目21番21号

子育てフリースペース わくわくひろば

毎回10組位の参加で、楽しく遊んでいます。保健師さんによる育児相談
（ほのぼのルーム）のあとフリースペースへ参加して下さい。
日 時：毎月第2火曜日 10:00～12:00
対 象：未就園児
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：大原市民センター
TEL612-6914

九州女子大学附属折尾幼稚園
八幡西区北鷹見町5番10号

フ

ふれあい広場（九州女子大学附属折尾幼稚園）

保育室

八幡西区上上津役四丁目18番7号

さくらんぼクラブ

お子さんと一緒に遊びましょう。楽しいお話や歌、おもちゃ遊具が待っ
ています。お母さん同士で子育ての悩みや楽しいおしゃべりができま
す。お友だちを誘ってご参加下さい。
日 時：月2回（手紙やポスター、ホームページで案内）10:30～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：上津役幼稚園
TEL611-2779

フ

折尾保育所

八幡西区北鷹見町12番24号

あそぼう会

ふれあい広場は親子・お友達との触れ合いを楽しみながら“楽しい！”
をたくさん体験できるような活動を用意しています。ぜひ、お近くのお
友達と一緒に遊びにきてくださいね。
日 時：5/24・6/6・7/3・7/18・9/6・10/19・11/2・12/18・
1/31・2/26・3/20 11:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：九州女子大学附属折尾幼稚園 TEL691-0540

保育所近隣の未就園のお友だちと保護者の皆様、保育所に来て一緒に
遊びませんか？育児相談や絵本の貸し出しも行っています。一回だけ
の参加でもOK！お気軽にお立ち寄り下さい。
日 時：5/17（木）7/19 （木）8/16（木）10/18（木）
12/20（木）2/21（木）9:30～11:00
対 象：未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：折尾保育所
TEL691-0624

楠橋幼稚園 すみれルーム

ニチイキッズ黒崎駅前保育園

育

八幡西区楠橋下方一丁目1番13号

すみれクラブ

八幡西区黒崎一丁目１番１号

ご都合のつく日時に、お気軽においで下さい。園行事に参加される時
は、事前にご連絡下さい。案内状をお渡しします。
（バザー、運動会）
時：4/25 5/30 6/17 7/4 9/5 10/7 10/10 11/3 11/14 12/5
1/30 2/20 3/20 10:30～11:30（12:00まで園庭開放）
対 象：未就園の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：楠橋幼稚園
TEL617-0166
日

八幡西区

あじさい保育所

八幡西区紅梅一丁目4番1号

フ

いっしょにあそぼう 「すくすく会」

同じ年齢のクラスの子と遊んだり交流することができます。離乳食の
進め方についてなどの相談にも応じます。
日 時：開催日の火曜日・金曜日（月４回程度）10:00～11:00
対 象：生後3 ヶ月～ 3才までの未入所の親子さん
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：あじさい保育所
TEL642-5700

折尾東市民センター 多目的ホール
八幡西区光明二丁目2番50号

フ

フ

子育て広場フリースペース

月曜日の午後、センター多目的ホールを開放しています。開放時間中
は、いつ来ても帰ってもよいので、お気軽にお立ち寄り下さい。広いス
ペースで思いっきり遊ばせませんか？遊具もたくさんあります。
日 時：概ね毎週月曜日 13:00～16:30
対 象：未就学児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：折尾東市民センター TEL601-8991

フ

わくわくひろば

クロサキメイト２階にある認可型保育園です。月に一度、０～２才のお
子様を対象にわくわくひろばを開催しています。ぜひ、足をお運びくだ
さい。
日 時：7/6(金)・8/25(土)・9/22(土)・10/19(金)・11/1(木)・
12/1(土)・1/8(火)・2/16(土)・3/16(土)10:00～11:00
対 象：0才～ 2才まで
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：ニチイキッズ黒崎駅前保育園 金子 TEL644-1161

育
フ

折尾東市民センター多目的ホール
八幡西区光明二丁目2番50号

子育てひろば ビーンズクラブ

☆楽しいおしゃべり 楽しくおしゃべりして、お友達をたくさん作ってください。☆見
守り 遊びは子どもの生きる力を育てます。子どもたちの自発的な遊びが生まれる環
境づくりを大切にしています。子育てボランティアさんが楽しく遊んでくれますよ。
日 時：毎月第2水曜日 10:30～12:00
対 象：未就学児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：折尾東市民センター TEL601-8991

育

折尾丸山保育所保育室
八幡西区光明二丁目5番27号

かっぱ子広場

同じ年齢のクラスの子どもと遊んだり、交流することが出来ます。たく
さんお友達が遊びに来てくれることを楽しみにしています。絵本の貸し
出しも行っています。
日 時：4/19・5/17・6/7・7/5・8/9・9/6・10/11・11/8・
12/6・1/10・2/7・3/7 10:00～11:00
対 象：未就園児
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：折尾丸山保育所
TEL601-3350

24 ※参加される方は、各サークルの連絡先へ事前に詳しい内容、日時等を確認してください。

フ

八幡西区（89ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
こみね幼稚園

八幡西区小嶺台一丁目3－30

つくしクラブ おひさま教室（こみね幼稚園）

工作、うた、絵本、運動あそび、かみしばい、ダンス、リトミック、ゲー
ム、砂場あそび など
日

時：金曜日（園行事等で毎週ではない）
・土曜日の時もある 10:00～12:00
対 象：10 ヶ月～
参加費：無料
申込方法：事前連絡、登録制
連絡先：こみね幼稚園 事務室 TEL611-2723

済世第二幼稚園

遊戯室

八幡西区幸神三丁目8番8号

育

ちーずくらぶ（済世第二幼稚園）

サークル名

黒畑市民センター多目的ホール
八幡西区幸神三丁目4番3号

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

ポップコーン

毎回10組くらいの方が参加して、楽しく遊んでいます。たくさんの参加を待って
います。広いホールで寒くても、雨でも元気いっぱい遊べますよ。7月のベビリ
ンピックは、ハイハイ競争やパン取り競争で大人も子どもも楽しんでいます。
日 時：毎月第1・3木曜日 10:30～12:00
対 象：0才～未就学児と保護者
参加費：無料（実費徴収の場合有り）
申込方法：必要なし
連絡先：黒畑市民センター
TEL631-8122

フ

こじか幼稚園

八幡西区幸神四丁目1番9号

なかよしひろば

親子で身体を動かして遊びませんか？お子様やお母様のお友だちづく
りのサークルです。笑顔いっぱいの楽しい時間を過ごしましょう！

同世代の子ども同士で遊ぶことを楽しみながら、集団生活のルールを
身に付け、遊びの中から育てていく、楽しいサークルです。

日

日 時：毎週水･木曜日 10:30～12:00
対 象：1才半～未就園の子どもと保護者
参加費：1,000円/年
申込方法：事前連絡
連絡先：こじか幼稚園
TEL631-7300

時：月2回程度（主に水、金曜日）※各プログラムを
3回ずつ行っています。 10:30～12:00
対 象：1才児～未就園の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：済世第二幼稚園
TEL631-5087

熊西市民センター多目的ホール
八幡西区幸神四丁目3番1号

育

たらばるフリースペース

星ヶ丘市民センター

八幡西区大字笹田920番地の8

フリースペース ちっちゃい室内公園

参加は自由です。気軽にご参加下さい。必要であれば、子育てサポー
ター（こぐまの会）がお手伝いします。会員登録をされるとイベントの
お知らせや特典があります。
日 時：毎週月曜日 10:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：なくても可
連絡先：熊西市民センター
TEL621-3182

日 時：月曜日～土曜日 10:00～15:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：星ヶ丘市民センター TEL617-5273

星ヶ丘市民センター ホール

星ヶ丘幼稚園

フ

八幡西区大字笹田920-8

よちよち

クラブ

日 時：第2・4水曜日 10:00～11:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：星ヶ丘市民センター TEL617-5273

いちご保育園

八幡西区里中二丁目17番4号

ほのぼのルームに参加した親子が楽しく遊んでいます。いつでも誰でも
仲良くお友達になれますよ!!

八幡西区笹田933－5

広いホールで思いきり走りまわっています。ねんねの赤ちゃんも遠慮な
く連れてきて下さい。

育

フ

星ヶ丘幼稚園 ひよこクラブスターキッズ

・幼稚園の先生と一緒に楽しく遊びましょう。
日

育

いちご保育園 いっしょにあそびましょう

時：・火曜日（園行事等で毎週ではない）
・土曜日（月1回） 10:00～12:00
対 象：10 ヶ月～
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：星ヶ丘幼稚園
TEL618-1571

旭ヶ丘保育園

八幡西区三ヶ森四丁目4番1号

育

子育て広場

保育園の子どもたちといっしょに、仲良く遊びましょう！！

同年齢の子ども達と一緒に遊んだり、親子のふれあいができる場所で
す。★親子ふれあい遊び★手あそび★紙芝居★育児相談

日 時：毎月第1水曜日 10:00～11:00
対 象：6 ヶ月以上のお子様
参加費：無料 ※11月の試食をする方は、２５０円試食代として頂きます。
申込方法：必要なし ※但し、11月の試食会は要予約
連絡先：いちご保育園
TEL614-1500

時：6/14・7/19・10/18・12/20・1/17・2/14 ※行事の都合により変更にな
ることがあります。準備のため事前に予約申込みをお願いします。 9:45～10:45
対 象：未就園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：旭ヶ丘保育園
TEL611-0502

八幡西区三ヶ森四丁目6番1号

フ

下上津役幼稚園

ちびっこギャング

八幡西区下上津役一丁目6－2

ポニークラブ（下上津役幼稚園）

ちびっこギャングは、参加の方たちが力をあわせて自主運営で活動して
いる育児サークルです。ぜひ会員になって、みんなでわいわい楽しく遊
びましょう。
日 時：毎月第1･3月曜日（祝日などは他月曜日） 10:30～12:00
対 象：未就園児
参加費：500円/半年（途中入会の場合は月割）
申込方法：登録制
連絡先：中尾市民センター
TEL612-3881

時：5 月～ 10 月・1 月～ 3 月 月 1 ～ 2 回
（手紙やポスターでお知らせします） 10:30 ～ 11:30
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：下上津役幼稚園
TEL611-1274

九州女子大学附属自由ヶ丘幼稚園  遊戯室

陣原市民センター 多目的ホール

育

八幡西区自由ヶ丘2番1号

じゆうがおかようちえん わくわくほいく

幼稚園をお探しの方、一度あそびにおいでください。お待ちしておりま
す。
日
対

時：毎月2回 10:30～12:00
象：平成29.4.2 ～平成30.4.1生 平成28.4.2 ～平成29.4.1生
平成27.4.2 ～平成28.4.1生
参加費：1回あたり／ 300円
申込方法：事前連絡
連絡先：九州女子大学附属自由ヶ丘幼稚園 TEL691-0145

育

フ
八幡西区

中尾市民センター2階 多目的ホール

日

お子様同士のお友だちづくりに、お母様方のコミュニケーションの場と
して、是非、遊びに来て下さいね。お土産を準備して待っています。
日

八幡西区陣原三丁目23番9－101号

育

陣原子育てフリースペース

毎月第2水曜日10:30～11:30は、子育て講座を行っています。また、毎回子育てサポーターさん
が一緒に遊んだり、相談を聞いたりして下さっています。毎月第3水曜日10:00～11:30は、保健
師さんによる乳児相談。たくさんのママと赤ちゃんが来られます。お気軽にお越し下さい。
日 時：毎週水曜日 10:00～13:00・11:30～13:00(第2水曜日のみ）
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：陣原市民センター
TEL641-0177

※参加される方は、各サークルの連絡先へ事前に詳しい内容、日時等を確認してください。

フ

25

八幡西区（89ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
陣原保育所

八幡西区陣原三丁目23番9－201号

サークル名

赤坂市民センター

なかよしひろば

八幡西区星和町28番26号

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

きらら

同じ年齢のクラスの子どもと遊んだり、交流することが出来ます。

みんな楽しく遊んでいます。たくさんのお友達が来てくれることを楽し
みにしています。

日 時：5月～2月第3火曜日 10:00～11:30
対 象：未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし（2月の試食会のみ1月に要予約）
連絡先：陣原保育所
TEL641-0915

日 時：毎月第1.3火曜日 10:00～12:00
対 象：未就学児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：赤坂市民センター
TEL601-0782

穴生保育所

八幡西区鷹の巣一丁目3番21号

フ

穴生市民センター多目的ホール

あそびにおいでよ

八幡西区鷹の巣三丁目3番1号

フ

穴生フリースペース 天使のひろば

保育所の子どもたちと一緒に遊びます。

子どもと一緒に、体を動かして楽しめることや、ゆっくりと語り合う時
間と空間を創ろう!!

日 時：7/5（木）8/20（月）10/11（木）12/25（火）10:00～11:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：穴生保育所
TEL631-3819

日 時：毎月1回（不定） 10:30～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：穴生市民センター
TEL641-6026

穴生市民センター多目的ホール
八幡西区鷹の巣三丁目3番1号

フ

育児サークル 小さな天使 穴生

子育ての面白さと大変さをみんなで楽しみませんか。仲間と一緒にい
ろいろな体験をしましょう!!
日 時：毎月第3木曜日（3月はお休み）  10:00～11:30
対 象：特になし
参加費：30円/回（保険料）
申込方法：必要なし
連絡先：穴生市民センター
TEL641-6026

うさぎ保育所

八幡西区茶屋の原四丁目20番15号

育

鷹の巣幼稚園

八幡西区鷹の巣三丁目10番25号

ひよこクラブ

幼稚園の広い園庭で在園児と一緒に、砂遊びや色水遊び等をして、たく
さん遊びませんか？幼稚園のお兄さんやお姉さんが楽しみに待ってい
ます。
日 時：月１～２回：5/1(火) 5/30(水) 6/13(水) 6/27(水) 7/2(月) 9/5(水)
10/3(水) 11/1(木) 1/31(木) 2/13(水) 9:30～11:30
対 象：特になし
参加費：100円/回
申込方法：必要なし
連絡先：鷹の巣幼稚園
TEL621-4728

育

千代市民センター講堂

なかよしルーム

フ

八幡西区千代二丁目27番1号

ひよっこクラブ

親子のふれあいあそびでは、手あそびやわらべうたに対応して、キャッ
キャと笑う我が子にお母さん方もにっこりです。お母さん同士もお友達
になり情報交換しながら、子育てを楽しんでおられます。
日 時：第4火曜日 10:00～11:30
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：うさぎ保育所
TEL617-5568

子ども達はひろ～い講堂で元気いっぱい遊んだり、体操やダンスをし
ています。ママ達は子どもの話で、毎回盛り上がってます。お孫さんと
参加しているおばあちゃんも女子会してますよ！（笑）
日 時：毎月第1・2・4金曜日 10:30～12:00
対 象：0才～未就園児と保護者
参加費：1,000円/年
申込方法：登録制
連絡先：千代市民センター
TEL611-6405

医生丘市民センター 多目的ホール

本城西保育園

フ

八幡西区千代ケ崎一丁目12番15号

育児サークル ピヨピヨなかま

育

八幡西区千代ヶ崎二丁目12番24号

本城西保育園

八幡西区

お友達がたくさんできます。毎回楽しいイベントがあります。遊びに来
てね、見学もOKです。お待ちしています！

外から見て保育園の遊具であそんでみたいという方、お家の方と一緒
に園児さんとあそんでみませんか？

日 時：第2・4月曜日 10:00～11:30
対 象：未就園児とその保護者
参加費：400円/年
申込方法：必要なし
連絡先：医生丘市民センター TEL691-2205

時：7月6日 金(七夕まつり)・土曜日(園庭開放) 10:00～11:00
(園庭開放時間帯) ※時間はお電話でお問い合わせ下さい。
対 象：6名程度まで受け入れできます。未就学児。
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：本城西保育園（担当：森田） TEL602-2220

塔野市民センター 多目的ホール
八幡西区塔野一丁目3番2号

日

育

育児サークル ミニザウルス

塔野市民センター多目的ホール
八幡西区塔野一丁目3番2号

塔野市民センター フリースペース

多彩な講師陣を迎え、季節の行事を取り入れた講座を行い、ママの育児
ライフを応援します。どなたでも参加できます。

子育て中の親子の自由遊び

日 時：概ね第4火曜日 10:00～12:00
対 象：未就園の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：塔野市民センター
TEL612-6308

日 時：第1火曜日 10:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：塔野市民センター
TEL612-6308

さかえ保育園

八幡西区中須二丁目3番17号

育

あそびに来ませんか

保育園の子どもたちと一緒に遊んだり、給食を食べたりしてみません
か？気軽にご参加下さい。
時：年3回 7/3、10/2、3/1 を予定しています。（変更あり）
10:00～12:00
対 象：0才～ 3才の未就学児とその保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：さかえ保育園
TEL691-0466
日

木屋瀬市民センター講堂
八幡西区大字野面770番地

フ

フ

子育て広場"この指とーまれ"

参加されている親同士の情報交換の場です。回を重ねるごと、子育て
応援団と親しくなり、信頼関係が生まれ、安心して子どもを任せられる
ようになります。
日

フ

時：毎月 第 1 木曜日（講堂）· 第 3 木曜日（講堂）
※祝日の場合は休み 10:00 ～ 12:00
対 象：概ね木屋瀬地域の0才から未就園の子どもと保護者ですが、
市外でも受け入れ可。
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：木屋瀬市民センター
TEL617-1127

26 ※参加される方は、各サークルの連絡先へ事前に詳しい内容、日時等を確認してください。

フ

八幡西区（89ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
則松市民センター 多目的ホール
八幡西区則松二丁目9番1号

楠橋市民センター

ぴよぴよ則松クラブ

八幡西区馬場山緑7番41号

毎月多彩なプログラムを開催しています。母子共にリフレッシュできる
場所です。センター内フリースペース「のりぴよ」にも是非あそびに来て
ください。
日 時：毎月第2月曜日 10:30～12:00
対 象：特になし
参加費：材料代、保険代が必要な場合があります。
申込方法：事前連絡
連絡先：則松市民センター
TEL602-2010

楠橋市民センター多目的ホール
八幡西区馬場山緑7番41号

フ

子育てサークルたんぽぽくらぶ

毎回いろんなイベントをして、みんな楽しく遊んでいます。たくさんお
友達が来てくれると嬉しいです。
日 時：第1･3火曜日 10:00～12:00
対 象：未就学児と保護者
参加費：お子様1人につき500円
（2人目以降300円）と保険料800円(任意)/年
申込方法：必要なし
連絡先：松尾 有希江
TEL618-8322

鳴水保育園

八幡西区東鳴水二丁目12番34号

サークル名

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

楠橋子育て ほのぼのルーム

子育て中のみなさんと話したり、子育てに関する情報交換をしたり、楽
しいひとときを一緒に過ごしませんか？毎月1回、保健師や看護師がお
子さんの身長・体重測定や育児相談を行っています。
日 時：毎月第3火曜日 10:00～11:00
対 象：就園前のお子様とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：楠橋市民センター
TEL618-8322

フ

鳴水市民センター 多目的ホール
八幡西区東鳴水二丁目4番16号

鳴水フリースペース なるっこルーム

みんなで楽しく遊びましょう～。新しいお友だちがたくさん来てくれる
ことを楽しみにしています。市民センターの多目的ホールを「屋根のあ
る公園」として開放しています。
日 時：毎週木曜日 10:00～12:00
対 象：0才～未就学児と保護者（原則、鳴水校区に在住の方）
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：鳴水市民センター
TEL621-3085

フ

愛真幼稚園 ホームクラス

なるみずっこ

育

八幡西区日吉台一丁目1-25

おひさまルーム（愛真幼稚園）

保護者が気軽に集い、話し合えたり、相談し合えたりできる、安らぎの
場所。

子育て中のママ達と楽しい時間が過ごせます。回を重ねるごとに子供
達の成長が見えますよ。

日 時：主に第3木曜日(年間8回）＊変更の場合有り 10:00～11:30
対 象：未就園児の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：鳴水保育園
TEL644-0313

日 時：毎月 第1､2､3､4（火､木） 10:30～12:00
対 象：１歳～未就園の子どもと保護者
参加費：1回／ 100円
申込方法：事前連絡、登録制
連絡先：愛真幼稚園 おひさまルーム申込み TEL601-2374

折尾西市民センター 多目的ホール
八幡西区日吉台一丁目22番20号

フ

黒崎市民センター フリースペース・多目的ホール

いないいないばぁ

八幡西区藤田四丁目1番1号

フ

くろっこ広場

・広いスペースで子どもたちを遊ばさせてください。
・今年度はいろいろな事業を企画しています。

お母さん達のいこいの場やコミュニケーションの場として使っていた
だきたいです。いつでも自由にお気軽においで下さい。

日 時：毎週火曜日 10:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：折尾西市民センター TEL601-8231

日 時：第１月曜日 10:00～11:30
対 象：0才～未就学児
参加費：無料（ものづくり、お菓子作りでは材料代が必要）
申込方法：必要なし
連絡先：黒崎市民センター
TEL641-4106

浅川幼稚園 講堂・教室・運動場
八幡西区藤原三丁目19番1号

フ

引野市民センター和室（小）

あさかわ広場

八幡西区別所町9番1号

親子で登園して歌ったり、ダンスをしたり、幼稚園の先生やお友達と楽
しく遊びます。

引野市民センター多目的ルーム
八幡西区別所町9番1号

育

フ

引野乳児保育園 保育室・園庭

ミッフィーキッズ

引野市民センター フリースペース

おもちゃや絵本のある和室を開放しています。時間内であれば、いつで
も利用できるので、自由に遊んでいってくださいね。雨の日の遊び場に
もどうぞ！
日 時：第1・2・3・4月曜日 10:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：引野市民センター
TEL631-8055

八幡西区別所町13-22

わくわくきっずランド（引野乳児保育園）

毎月いろんなイベントを企画して、保育園の先生や子育てサポーターさ
んに遊んでもらっています。お家で遊ぶ時の参考にもなりますよ。親子
一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
日 時：第2火曜日 10:00～12:00
対 象：主に0才～未就園児の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：引野市民センター
TEL631-8055

園児と一緒に季節のうたやふれあいあそび、好きな玩具を通して交流
しています。また育児相談を行い、子育ての楽しさを伝え、給食、おや
つのレシピを配布しています。
日 時：５月・７月・９月・１月 第２火曜日 10：30～11：30
対 象：八幡西区在住の0歳～未就園の子ども・保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：引野乳児保育園 TEL641-7064

さくらんぼ保育園 地域交流室

本城市民センター多目的ホール

育

八幡西区大字本城3383番地の1

一緒に遊びましょう（さくらんぼ保育園）

同じ年齢のクラスの子どもと遊んだり交流することができます。みん
な、お友だちが来てくれることを楽しみにしています！！
日 時：毎年5月～2月の間 第3木曜日 10:00～11:30
対 象：未就園児の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：さくらんぼ保育園
TEL695-0039

フ

八幡西区

時：5/12(土)・5/25(金)・6/14(木)・7/7(土)・9/1(土)・10/5(金)・10/27(土) ・11/6(火)・ 11/27(火)・12/14(金)・
1/28(月)・2/14(木)・2/26(火)・3/5(火)・3/18(月) 10：30～11：30
対 象：2才以上の未就園児を対象、親子で参加
参加費：年会費1,000円／登録料・保険 1,000円 合計２,000円
申込方法：事前連絡・登録制
連絡先：浅川幼稚園
TEL603-2747
日

フ

フ

八幡西区本城一丁目15番1号

さくらんぼ広場フリースペース

毎回20組くらいの方の参加があり、多い時は30組くらいの参加があり
ます。初めての方も楽しく遊んで、
「また来ます」と喜んで帰られていま
す。
日 時：毎週水曜日 10:00～11:30
対 象：0才～未就園児と保護者
参加費：お子さまひとりにつき 50円
申込方法：必要なし
連絡先：本城市民センター
TEL691-2301

※参加される方は、各サークルの連絡先へ事前に詳しい内容、日時等を確認してください。

フ

27

八幡西区（89ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
本城西幼稚園

遊戯室

八幡西区本城一丁目15番2号

サークル名

ニチイキッズ本城中央保育園

うきうきランド

八幡西区本城三丁目8番4号 原田ビル本城1階

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

わくわくひろば（ニチイキッズ本城中央保育園）

同年齢の子どもたちのふれあいの場です。保護者の皆さんの交流の場
にもなっています。笑顔溢れる一時にします。ぜひ、遊びにおいでくだ
さい。
日 時：毎月1回（３月、４月、８月、１１月は除く）10:30～11:30頃
対 象：満2才以上の未就園児
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：本城西幼稚園
TEL603-3753

時：4月14日/28日、5月2日/26日、6月9日/30日、7月7日/28日、8月4日/24日、9月8日/21日、
10月10日/27日、11月10日/17日、12月1日/25日、1月12日/24日、2月16日/23日、
3月1日/9日 10:00～11:00
対 象：0歳～ 2歳児の未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：ニチイキッズ本城中央保育園 TEL693-4811

本城東幼稚園

済美保育園 園庭もしくは遊戯室

フ

遊戯室

八幡西区本城東一丁目18番15号

にこにこランド

毎月楽しいイベントを予定しています。保育園の子どもたちと一緒に過
ごしませんか？お気軽に遊びに来て下さい。みんなお友達が来てくれ
ることを楽しみにしています。
日

八幡西区町上津役西四丁目9番50号

笑顔いっぱいの幼稚園です。子育てを一緒に楽しみませんか？元気
いっぱいの子どもたちとにこにこ笑顔の職員がみなさんをお待ちして
います。

済美子育て広場

晴れている時は広い園庭で、雨の日は部屋でままごとや絵本等をみて、
お友だちやお母さんと一緒に遊びましょう！

時：5/11(金)・ 6/12(火)・7/18(水)・8/18(土)・9/27(木)・10/1(月)・
11/12(月)・ 12/17(月)・1/15(火)・2/8(金) 10:15～11:15
対 象：1才～未就園の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：事前電話連絡 ※12月17日（月）クリスマス会のみ時間が異なる

連絡先：認定こども園

本城東幼稚園 TEL602-7617

日 時：不定期 10:00～11:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：済美保育園
TEL613-1549

新栄ひまわり保育園

おひさま交流

八児市民センター

日

フ

八幡西区町上津役東一丁目7番21号

フ

八幡西区町上津役東一丁目17番1号

フ

育児サークル カンガルー広場

好きなクラスに自由に入って遊んだり、交流することができます。
7・8月はプールで水遊びもできます。

同じ年齢のクラスの子と楽しく遊び、交流をしています。お母さん達と
も育児の悩み、交流など楽しく活動しています。

日 時：毎月第3木曜日（4月～2月） 10:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：新栄ひまわり保育園 TEL613-4740

日 時：毎週金曜日 10:30～12:00
対 象：未就園児の親子
参加費：子ども1人当たり100円/月
申込方法：登録制
連絡先：八児市民センター
TEL613-2555

第二文化幼稚園 らっこルーム
八幡西区的場町20番12号

フ

楠橋保育所

らっこルーム

八幡西区真名子一丁目11番20号

なかよしルーム

ホッと一息つきたいな、他のお母さんや先生とおしゃべりしたいな、というお母さん、おうちの
方、いろいろなお話をしながら交流を深めましょう。お子さんも一人あそびから他のお友達を意
識しはじめ、いっしょに遊べるようになったり・・・楽しいひとときを、いっしょにすごしましょう。
日 時：毎週 水・木曜日（10月から水曜日のみ）  10:30～12:00
対 象：特になし
参加費：500円/半年
申込方法：事前連絡・登録制
連絡先：第二文化幼稚園
TEL611-1436

・保育士による育児相談をしています。
・一緒にあそびましょう。楽しいことがいっぱいです。
・絵本の貸し出しを行っています。
日 時：毎月第1火曜日 10:00～11:00
対 象：6才まで
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：楠橋保育所
TEL617-5215

黒崎保育所

永犬丸市民センター多目的ホール

育

八幡西区南八千代町7番17号

子育て広場

八幡西区美原町9番2号

育

フ

どんぐりっこ

八幡西区

広い園庭で遊べます。いろいろ手あそび や季節のあそびを楽しめま
す。

親子で遊べる場を開放しています。たくさんの親子とふれあって、お友
達の輪、和、話を広げましょう。

日 時：第3水曜日(9月·11月·1月～4月は休み) 10:00～11:00
対 象：未就学児
参加費：無料
申込方法：駐車場利用の方は連絡をお願いします。
連絡先：黒崎保育所
TEL631-0577

日 時：毎月第2・4火曜日 10:00～12:00
対 象：未就学児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：永犬丸市民センター TEL613-8006

陣山市民センター講堂
八幡東区桃園三丁目1番1号

フ

陣山市民センター 和室１

陣山ママとも広場

八幡東区桃園三丁目１－１

育

絵本とリズム音楽 ひよっこ

陣山子育て広場から「陣山ママとも広場」に平成24年4月から変わりま
した。子育て中のママ達やこれから出産準備の方が集まって、子どもと
一緒に遊びながら不安や悩みを気軽に相談しましょう。
日 時：毎月第2水曜日（11月はお休み） 10:00～11:30
対 象：0才～未就学児と保護者 妊娠中の方もOK
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：陣山市民センター
TEL661-1657

０歳から未就園のお子さんとお母さんが楽しく参加できる場所です。
絵本の読み聞かせ・季節のイベント・リズムあそびなど、楽しい行事が
もりだくさん。ぜひ、気軽にご参加ください。
日 時：毎月第４木曜日 10:00～11:30
対 象：０歳児からの未就園児
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：陣山市民センター
TEL661-1657

永犬丸第２集会所

永犬丸児童館

フ

八幡西区八枝二丁目３

子育てサークルHugHug

パパ、ママが参加して、リズム体操や赤ちゃんマッサージをしています。 季節のイベントも計画して、子ども達と一緒にパ
パ、ママも楽しんでいます。赤ちゃんから参加した子どもも小学４年生になり、子どもたちやママの要望を取り入れ「キッズ
英語」も取り組んでいます。前半をリズム等、後半をキッズ英語、歌やダンスもあり、外国の文化と言葉を学んでいます。
日 時：第１・３土曜日 13:00～16:30
対 象：八幡西区在住の方中心にパパの参加大歓迎です
参加費：９００円／月 英語希望の方は、別途会費１，２００円(先生への謝礼）
申込方法：事前連絡 〈駐車場〉集会所３台 ※駐車場についてはご相談ください。
連絡先：サークルサポーター 東（アズマ）TEL090-5024-4792

育

育

八幡西区八枝三丁目7番13号

子育てサークル のびっこクラブ永犬丸

運動あそびや季節の行事など、楽しい催しを企画しています。お気軽に
遊びに来てください。
日

時：火曜日：5/8・5/22・6/12・6/26・7/3・9/11・9/25・10/9・10/23・11/13・
11/27・12/4・12/18・1/15・1/29・2/12・2/2611:00～11:40
対 象：乳幼児～未就園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：永犬丸児童館
TEL602-6745

28 ※参加される方は、各サークルの連絡先へ事前に詳しい内容、日時等を確認してください。

育

八幡西区（89ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
永犬丸保育所年齢別各部屋及びプレイルーム
八幡西区八枝三丁目8番1号

八枝市民センター講堂

あそぼう会

八幡西区八枝三丁目8番1号

各年齢のお子さんとの交流ができます。プレイルームで保育士が育児
相談を受けたり、参加者の保護者との交流もできます。
日 時：主に毎月第3水曜日 10:00～11:00
対 象：八幡西区に在住の0才～未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：永犬丸保育所
TEL603-0947

竹末市民センター

八幡西区若葉一丁目7番1号

フ

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

きしゃぽっぽ

毎回15組くらいの親子が参加し、楽しく交流しています。皆さんで遊ん
だ後は、おもちゃを片付けたり、マットを整理したり、運営のお手伝いも
して頂いています。お友達が来てくれるのを待っています。
日 時：毎週金曜日 10:00～11:30
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：八枝市民センター
TEL603-1055

フ

戸畑区（30ヶ所）

育

戸畑区浅生二丁目13番7号

育

子育てサークル「すこやか  ポンッ」

お母さんだけでなく、妊娠中の方、お父さん、おばあちゃん、おじい
ちゃんもどうぞ！今年度より小さなスペースですが、ボランティアコー
ナーに乳児用のフリースペースを設けました。
日 時：毎月第1・4木曜日 10:00～11:30
対 象：未就園児と保護者を中心に妊娠中の方、祖父母
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：竹末市民センター
TEL631-0261

浅生市民センター 2階和室（大）

サークル名

浅生子育てひろば（フリースペース）

※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。

浅生市民センター 2階和室（大）
戸畑区浅生二丁目13番7号

乳幼児なんでも相談

親子の交流の場として開催しています。親子で自由に楽しい時間を過
ごしましょう。

親子で交流の場として開催しています。親子で一緒に楽しい時間を過ご
しましょう。

日 時：毎月第4火曜日 10:30～11:30
対 象：概ね0才～未就園児の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：浅生市民センター
TEL881-5688

日 時：毎月第2水曜日 10:00～11:30
対 象：概ね0才～未就園児の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：浅生市民センター
TEL881-5688

一枝市民センター 多目的ホール
戸畑区一枝一丁目8番1号

フ

フリースペース いちえだ

一枝市民センター 第1和室
戸畑区一枝一丁目8番1号

フ

フリースペース読み聞かせボランティア「ぽっぽ」

毎月、楽しい講座を企画しています。子どもとママが楽しく過ごせて、
お友達づくりもできますよ。詳細については一枝市民センターまでお問
い合わせください。
日 時：毎月第１水曜日（その他別曜日あり）10:00～11:30
対 象：未就学児と保護者
参加費：無料（有料の場合はお知らせします）
申込方法：内容によっては必要な場合のものもあります。
一枝市民センターにお尋ねを。
連絡先：一枝市民センター
TEL881-1029

「ぽっぽ」発足から4年になり、試行錯誤しながら、楽しい時間を過ごせ
るよう、工夫しています。暑い日や寒い日にも、楽しみに参加して下さる事
が、わたしたちの励みになっています。何よりも私達が楽しんでいます。
日 時：毎月第2水曜日 10:30～11:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：一枝市民センター
TEL881-1029

沢見市民センター

三六市民センター

フ

戸畑区小芝二丁目1番4号

沢見市民センター フリースペース

フ

戸畑区小芝三丁目12番2号

すくすく三六のつどい

9月・10月は「沢見まつり」に展示する作品づくりを実施しています。お
友だちの輪、情報の輪が広がります。子育て中のほっとタイムになりま
す。
日 時：毎月第3金曜日 10:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：沢見市民センター
TEL881-5689

毎月、イベントやブックトークなど、親子で楽しめる様にしています。イベ
ントでは、季節行事を取り入れて、ブックトークでは、乳幼児のお母さん達
のために、絵本えらびや絵本の与え方などをしながら紹介しています。
日 時：毎月第２・4水曜日になりました 10:00～11:30
対 象：乳幼児～ 2才くらいまで
参加費：無料
申込方法：必要なし（行事によっては、事前予約が必要）
連絡先：三六市民センター（三六地区社会福祉協議会）
TEL881-0958

さかい川保育園 ふれあいルーム

さんろくこどもえん内

フ

なかよしルームであそびましょう

「なかよしルームであそびましょう」は親子であそびを楽しむことを大
切にしています。お子さんとたくさんふれあい、楽しんで下さい。
日

明泉寺幼稚園

戸畑区正津町1番9号

フ

のんのこフレンズ（明泉寺幼稚園）

親子と先生方が毎月のテーマに沿って一緒に遊び、本当に楽しいひとと
きです。みんなの笑顔がはじける「のんのこフレンズ」にぜひ、遊びに
来て下さい。
日 時：毎月1回火曜日（幼稚園に確認して下さい） 10:30～11:30
対 象：1才8 ヶ月以上の未就園の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：明泉寺幼稚園
TEL871-3267

フ

たんぽぽひろば

・園庭や遊戯室で安全で楽しく遊べます。 ・お子さんの成長や病気等、気になることは
「すくすく相談」ができます。看護師もいます、お気軽にお声をおかけください。・保育室
の見学もできます。 ・保護者もお子さんもお友達がづくりのきっかけになります。
日 時：不定期 10:30～11:30
対 象：1才半～ 3才頃までのお子さんと、その保護者で10組程度
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：さんろくこどもえん TEL871-3467

フ

ケアハウス らいふ 戸畑
戸畑区新池一丁目5番5号

戸畑区

時：概ね 第3木曜日（変更があるので事前に確認し、
予約して下さい。） 10:00～11:00
対 象：0才～ 3才までの未就園の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：さかい川保育園
TEL881-4501

戸畑区三六町10番6号

八幡西区

戸畑区境川二丁目14番9号

フ

新日本婦人の会 戸畑支部 カーネーション班 親子リズム

毎週10組くらいの人が参加して、楽しい時間を過ごしています。お母さ
ん同士のおしゃべりや先輩ママの生きたアドバイスもあります。みんな
で子育てをキャッチフレーズに!!
日 時：毎週火曜日 10:30～12:30
対 象：特になし
参加費：1,000円/月
申込方法：事前連絡
連絡先：新日本婦人の会 戸畑支部 豊福 直美
TEL090-9729-6325

※参加される方は、各サークルの連絡先へ事前に詳しい内容、日時等を確認してください。

育
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